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はじめに1
　初めて推進工法が採用（1948 年）されてから
70年を経過しているが、掘削方式・推進工法な
どさまざまな技術革新が行われ、多様化するニー
ズに対応されてきた。特に大中口径管推進工法に
おいては、推進延長は1,500 ｍまで伸ばし、呼び
径も 4,000㎜まで大径化し、曲線半径も 10ｍ以
下を実現するなど、シールド工法の領域まで適用
拡大が図られてきた。昨今では、推進工法とシー
ルド工法を合体した工法も開発されている。都市
部における交通状況等の地域環境への配慮、地下
埋設物や地下構造物等の輻輳など、今後も、ます
ます困難化する施工条件に対応した推進工法の開

発が、ニッチな領域ではあるが望まれている。
　下水道処理人口普及率は平成 29 年度末で
78.8％まで伸びており、下水道事業における推進
工事は年々減少傾向にある。しかし、近年におい
ては、これまでに経験のないゲリラ豪雨の発生に
よる災害など、年々変化する自然環境への対応が
求められ、効果的なハード対策として、大中口径
管推進工法による貯留管設備の構築等に採用され
るケースが増えてきている。
　本稿では、上水道施設の工事ではあるがハイブ
リッドモール工法の特徴が発揮された事例とし
て、急曲線数７ヵ所という厳しい施工条件下で実
施した、2016 年の熊本地震で被災した水道管設
備の本復旧工事を紹介する。
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表－１　各方式の比較

泥水式 土圧式 泥濃式
切羽安定方式 泥水圧 土　圧 泥土圧
土砂搬出方式 流体輸送 トロバケット、圧送、吸引 吸引（トロバケット）

長　所

◦�泥水圧により確実な切羽
の安定制御が可能

◦�掘削と排土が循環回路と
してシステム化され、集
中管理が可能で信頼性が
高い

◦�泥水式に比べ、作業用地
が狭い

◦�泥濃式に比べ、地下水圧
の高い地盤にも対応でき
る

◦�オーバカットし、滑材お
よび泥土を充満するので
長距離・曲線推進に適用
できる

◦掘進機構造がシンプル

短　所

◦�泥水処理プラント用地が
必要

◦�騒音・振動対策が必要な
場合がある

◦�トロバケットを使用する
場合は、施工性が劣る

◦�長距離になると産廃処分
量が多くなる
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ハイブリッドモール工法の
概要2

　2.1　工法の概要

　大中口径管推進工法は、切羽の安定方法等によ
り開放型と密閉型の二つの方式に区分され、さら
に密閉型については掘削方式および土砂の搬出方
式等により泥水式、土圧式および泥濃式の三工法
に大別される。工法選定にあたっては、推進延長、
推進線形等の施工条件および土質条件に適したも
のを選定している。各方式の切羽安定方法、土砂
搬出方法および長所・短所について表－１に示す。

　本工法は、各方式の技術的特性を活かし、短所
を補完するために切羽安定（圧力保持）と土砂搬
出方法との組合わせを同一スパンでも切替え可能
とすることで施工の安定性を向上させるととも
に、泥水処理装置による分級処理と掘削添加材等
への再利用により建設汚泥の減量化を実現するも
のである。システム概要を図－１に示す。

　2.2　工法の特徴

　本工法は掘削方式と排土処理方式の組合わせに
より表－２に示すように三つの方式に分類され
る。NN方式（泥濃式）は、カッタヘッドから地
山に掘削添加材を噴出させ撹拌後、排土バルブを

表－２　掘削方式と排土方式による組合わせ

方　式 SS方式 NS方式 NN方式
掘削方式 泥水式 泥濃式 泥濃式

排土処理方式

還流式 還流式 吸引式

◦�送排泥ポンプで搬送し、泥
水処理

◦�送排泥ポンプで搬送し、泥
水処理分級

◦高濃度泥水は再利用

◦�吸排泥装置で排泥タンクに
ストック後産廃処理

記　事

◦�細粒分が少なく、透水性が
中位の土質が最適で、逸泥
が少なく、分級処理効果が
高い
◦岩盤では掘削効率が高い

◦�礫径が大きく透水性の高位
な土質に適している

◦�排泥土制御装置で還流式に
排土処理を変換する

◦�高濃度泥水に分級後の細粒
泥水を再利用する

◦�細粒分の多い礫混入率が　
少ない土に適している

◦礫分級が不要

図－１　NS 方式の概要図
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経由して地上へ吸引排土されるが、排土バルブの
後続に排泥土制御装置を設け、送排泥管を経由
して泥水を送ることでNS方式に切り替える。泥
土を還流排土させ地上の泥水処理設備で分級させ
ることで建設汚泥（産業廃棄物）の減量化を可能
としている。掘削方式と排土処理方式の切替えパ
ターンを図－２に示す。
　本工法の特徴を以下に述べる。
⑴�　土質変化の激しい地盤においても、推進途中
でも掘進機内の送排泥ラインの切替えにより、
掘削方式と排土処理方式の変更が可能なこと
から、切羽面の安定を確保した推進が可能とな
る。また、呼び径1,000以上では機内からのビッ
ト交換も可能である。
⑵�　泥水処理設備による円滑な土砂分級処理で、
産業廃棄物の削減が可能となり、分級効果を高
めることで高濃度泥水等および裏込め材への
再利用が可能となる。
⑶�　ハイブリッド坑口および鋼製支圧壁によりコン
クリートがら等の産業廃棄物の削減が可能と
なる。
⑷�　外筒残置機能を有していることから掘進機の
引上げ回収が困難な既設マンホール等への到
達が可能である。外筒残置とは、掘進機の外筒

を地中に残置しカッタ、駆動装置および隔壁等
の内部機器を分割回収して推進管を外筒内に
収め布設する方法で、既設マンホールや狭小立
坑への到達が可能である。本工法では、呼び径
800～ 1,500まで対応している。
⑸�　コンパクトな立坑からの標準管推進が可能で
ある。呼び径 1,350 以下のNN方式おいては、
掘進機の先端部に回転可能なさや管を装備し
たハイブリッド坑口を取り付けることにより、
コンパクトな立坑から標準管の推進を可能と
した。発進作業手順を図－３に示す。

上沼山津橋φ800粍送水管
推進工事について3

　3.1　事業の概要

　熊本市東区沼山津３丁目から秋津町沼山津に架

図－２　掘削方式と排土処理方式の切替え模式図
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かる上沼山津橋下流部の水管橋が、2016 年４月
に発生した熊本地震において被災したため、本地
域における安定的な水供給と耐震化を目的に、本
復旧工事が行われたものである。工作物の新規築
造や複雑な線形となる非開削工法など多岐にわた
り検討を必要としたが、各種機械の製作期間や工
期などを考慮し、被災した管路の機能回復を早期
に実現できる施工方法として、大中口径管推進工
法のハイブリッドモール工法（NN方式）が採用
された。本管としてはφ800㎜のPN形ダクタイ
ル管が布設されるため、さや管としてφ 1,200㎜
のヒューム管を推進した。

　3.2　施工概要

【工�事�名】�東区沼山津３丁目（上沼山津橋）φ
800粍送水管推進他２件工事

【工事場所】熊本市東区沼山津３丁目地内
【発�注�者】熊本市上下水道局水道整備課
【施�工�者】�光進・弥生・甲斐土木建設工事共同

企業体
【工　　法】�ハイブリッドモール工法　泥濃式

（NN方式）
【呼�び�径】φ 1,200（鉄筋コンクリート管）

【推進延長】282.2 ｍ
【線　　形】�Ｒ＝ 35ｍ、35ｍ、20ｍ、20ｍ、20

ｍ、20ｍ、100ｍの７ヵ所の急曲線
【土質条件】�粘性土　Ｎ値＝２～４、最大礫径 60㎜、

礫率４％
【土�被�り】6.82ｍ～ 8.35ｍ
【地下水位】G.L－ 1.5 ｍ

　施工概要を図－４および写真－１に示す。

　3.3　本工事の課題

　推進にあたっては、下記の課題をクリアする必
要があり、元請、推進会社など関係各社で施工検

写真－１　施工概要（上空写真）

到達立坑

発進立坑

図－４　施工概要（平面）
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討会を開催し、対策について事前に協議した。
①�　連続する急曲線に対する推進管の追随性の確
保
②　軟弱地盤における急曲線に対する反力の確保
③　連続する急曲線に伴う推力上昇への低減対策

　まず、推進管については、施工能率も考慮し標
準管で急曲線に対応可能な、SR推進管を採用し
た。SRC形の呼び径φ1,200に継手を３ヵ所設置
することで最小曲線半径は 16ｍまで対応可能と
なり、本工事への適用が可能であった。さらに、
掘削外径をヒューム管外径に対し、片側 25㎜の
オーバーカットを実施することで、推進管を追随
しやすくした。その状況を写真－２および写真－
３に示す。また、掘進機の後部は連続する急曲線、
繰返し動作する方向修正により、激しく負荷が掛

かるため、合成鋼管（１／４管）を４本配置した。
　次に、Ｎ値＝２～４の軟弱な地盤に対しては、
掘進機後部に曲線補助筒の設置（写真－４）およ
び推進管に補助ジャッキを設置し、地盤反力の確
保を行った。その結果、地盤強化を実施すること
なく、連続する厳しい急曲線を推進することがで
きた（写真－５）。
　最後に、標準の推進力の算定では合成鋼管等の
推進管が必要となるが、推力低減装置を併用する
ことで、標準管に対応できるようにした。滑材の
注入にあたっては、適正な量を連続的に注入でき
るよう自動管理を行い、一次注入滑材には持続性
の高い固結型滑材を使用し、さらに二次注入を併
用することで推力上昇の抑制を図った。また、中
押し推進装置（写真－６）を３段設置し、推力上
昇時の対策として準備も行った。最終設計推力

写真－２　掘進機搬入状況 写真－３　ヒューム管搬入状況（SRC 形継手３ヵ所）

写真－４　曲線補助筒 写真－５　ヒューム管内出来形状況
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2,050kNに対し、推力は1,316kNで推移し、計画
の 65％程度まで低減できたため、中押し装置を
使用することなく到達した。
　本工事では礫径を60㎜程度と想定していたが、
最大礫径300㎜の玉石を含む、礫層に遭遇した（写
真－７）。本掘進機では最大 360㎜程度まで対応
可能としているが、推進能率は一時低下したもの
の無事に通過し、懸念していた課題をクリアして、
完了することができた（写真－８）。

おわりに4
　これまでは施工方式（泥水・泥濃など）ごとに
掘進機を準備する必要があったが、ハイブリッド
モール工法は、掘進機１台で泥水式、泥濃式に変
換することにより、設備の有効活用を図った工法
である。施工条件や土質条件に応じて、それぞれ
が得意とする施工方式を１台の掘進機で施工でき
るため、コスト縮減にも繋がる工法と考える。
　しかし、複合式推進時における泥水還流技術の
改良など、まだまだ取り組むべき課題は残されて
おり、今後とも実績を踏まえながら改良・改善を
図り、より良いものへと作り上げていきたい。
　昨年は、平成 30年７月豪雨や台風 21号、北
海道胆振東部地震など激甚な災害が頻発したな
か、「�防災・減災、国土強靱化のための３か年緊
急対策」が 12月 14日に閣議決定され、雨水排
水施設の整備の緊急対策等が実施された。本工法

をはじめとする大中口径管推進工法が、その一躍
を担うものと確信するが、そのためには、現状の
技術に満足することなく、常に革新していくこと
が重要と考える。
　最後に、本工法を採用していただいた発注者、
施工者の皆様に、本稿を借り、厚くお礼を申しあ
げる。

1　国土交通省：平成 31 年度下水道事業予算の概要
2�　（公社）日本下水道協会：下水道推進工法の指針と解説 2010
年版

3�　（公社）日本推進技術協会：推進工法用設計積算要領�推進工
法応用編（長距離・推進曲線）2013 年改訂版

4�　ハイブリッドモール法協会：ハイブリッドモール工法�技
術・積算資料
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